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Abstract—Restricted Boltzmann Machine (RBM) is a
generative stochastic artificial neural network and energy-
based model for unsupervised learning. Recently, RBM can
be used as a method of pre-training in Deep Learning. In
the type of layerd neural networks, the generation method
of neurons was proposed according to the training situa-
tion. In this method, Walking Distance which is fluctuation
of weight vector can be measured. In this paper, some
experimental results about Walking Distance measured in
RBM are executed by using the pictures collected in Smart
Phone based Participatory Sensing system.

I. はじめに
近年，情報技術の進歩に伴い，ビックデータ分析に

みられるように多種多様なデータベースの収集と分析
が行われている．Deep Learningと呼ばれる精度の高
い機械学習手法が提案されたことにより，分析の対象
は，離散値や連続値のような数値データや自然言語だ
けにとどまらず，画像データにまで広がっている．

Deep Learningは，隠れ層を多層にした階層型ニュー
ラルネットワーク (NN)の構造を持ち，入力データの特
徴を表す抽象概念を階層的に学習できる機械学習手法
である [1]．従来の階層型NNでは，多層にすると訓練
事例に対して過学習が生じる，下位層において重みが
伝搬されにくいなどの問題があったが，Deep Learning

では，事前学習を行うことでこの問題を解決した．事
前学習には，AutoEncoder[2]や Restricted Boltzmann

Machine(RBM)[3]などの教師なし学習が使われ，入力
データをうまく表現できる確率分布を学習している．
特に，RBMは生成モデルで統計的な手法であるため，
AutoEncoderよりも高い分類精度を持つ手法として知
られている．

Deep Learningは，様々な分野で優れた成果を残しつ
つも，モデルの大きさや学習方法に関する最適なパラ
メタは解明されていない．特に，隠れ層や隠れニュー
ロンの数は学習に大きな影響を与える要素である．一

般のニューラルネットワークでは，二乗和誤差の観点
から，モデルに対する適合度を測定することができる．
文献 [4], [5]では，学習中において更新される重みベク
トルの振動の幅としてWalking Distanceと呼ばれる指
標が定義され，これを用いて隠れニューロンの数を動
的に変更する手法が提案されている．一方，RBMでは，
尤度の概念を取り入れた統計的なモデルであり，二乗
和誤差ではなくエネルギー関数を用いてモデルの安定
性が定義されている．本論文では，Walking Distanceを
用いて RBMにおける学習中の重みベクトルの振動を
測定し，エネルギー安定性との関係について調査する．

II. RESTRICTED BOLTZMANN MACHINE

この節では，Restricted Boltzmann Machine(RBM)に
ついて説明する．RBM[3]は，可視層と隠れ層の 2層
から構成され，確率分布に基づくネットワーク構造を
持つモデルである．学習によって入力データをうまく
表現できるパラメタを獲得することができる．通常の
Boltzmann Machine[6]では，全ての層のユニット間で
相互結合があるが，RBMでは，図 1のように，各層の
ユニット間の結合を制限することで，計算量を削減す
るだけでなく，隠れ層の各ユニットごとに独立した確
率分布を学習することができる．近年，RBMは Deep

Learningにおける事前学習の１つの手法として使わ
れ，特徴抽出の分野で注目されている．特に，RBM

が AutoEncoder[2]のような決定論的モデルとは異な
り，エネルギー関数を用いる確率的なモデルであるた
め，学習したモデルの最適性を統計的な枠組みを用い
て議論できる．

viを可視層における i番目のユニット，hjを隠れ層
における j番目のユニットとしたとき，vと hに対す
るエネルギー関数 E(v, h)および確率分布 p(v, h)は，
それぞれ式 (1)，式 (2)のように定義される．ここで，
v = {v0, · · · , vi, · · · , vn}と h = {h0, · · · , hj , · · · , hm}
はそれぞれ可視層と隠れ層のベクトルを指す．
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図 1. RBMの構造

E(v, h) =
∑

i

bivi −
∑

j

cjhj −
∑

i

∑

j

viWijhj (1)

p(v, h) =
1
Z

exp(−E(v, h)) (2)

Z =
∑

v

∑

h

exp(−E(v, h)) (3)

ここで，biは viに対するバイアス，cjは hjに対す
るバイアスであり，Wijは viと hj間の重みである．ま
た，Zは分配関数 (partition function)であり，vと hの
全ての可能な組み合わせを示す．

RBMにおけるパラメタは，v の確率分布 p(v) =∑
h p(v, h)の最尤推定により求められる．最尤推定

は与えられた入力データから，尤もらしい確率分布を
学習する方法であり，この時，隠れ層のユニットには
相互結合がないため，各ユニットごとに独立した確率
分布を得ることができる．しかしながら，最尤推定に
おける計算量は，モデルの大きさに応じて指数関数的
に増加してしまい，現実的に計算困難である．そこで，
マルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC)に基づいたサ
ンプリング方法として Contrastive Divergencde(CD)法
[7]が提案され，現実的に計算可能となった．CD法に
おける最適なサンプリング回数については議論がされ
ているが，サンプリング数が 1回 (CD-1)でも十分な
性能を示すことが知られている [8]．図 2は，サンプリ
ング回数が 1回の CD法 (CD-1)のアルゴリズムを示し
ている．

Step 1)可視ベクトルに１つの訓練事例 vをセッ
トする．

Step 2)すべての隠れユニットに対して，可視ベク
トル vを与えた際の条件付き確率 p(hj =
1|v)および状態変数 hj ∈ {0, 1}を計算
する．

p(hj = 1|v) = sigm(cj +
∑

i

Wijvi) (4)

ここで，sigm()はシグモイド関数で，[0, 1]

を出力する関数である．
Step 3)すべての可視ユニットに対して，Step 2)

で計算した隠れベクトル hを与えた際の
条件付き確率 p(v

′
i = 1|h)および状態変数

v
′
i ∈ {0, 1}を計算する．

p(v
′
i = 1|h) = sigm(bi +

∑

j

Wijhj) (5)

Step 4)すべての隠れユニットに対して，Step 3)
で計算した可視ベクトル v

′を与えた際の
条件付き確率 p(h

′
j = 1|v′

)および状態変
数 h

′
j ∈ {0, 1}を計算する．

p(h
′
j = 1|v′

) = sigm(cj +
∑

i

Wijv
′
i) (6)

Step 5)バイアスと重みを次のように更新する．

Wij = Wij + η(vip(hj = 1|v)

−v
′
ip(h

′
j = 1|v′

))

bi = bi + η(vi − v
′
i)

cj = cj + η(p(hj = 1|v)

−p(h
′
j = 1|v′

)) (7)

ここで，ηは学習率である．
Step 6)終了条件 (エネルギー関数が予め定められ

た値以下になる，最大訓練回数に達する
等)を満たすまで，Step 1)から 5) までを
繰り返す．

図 2. CD-1の学習アルゴリズム

III. WALKING DISTANCE[4], [5]

通常のニューラルネットワークにおいて，学習中に
更新される重みベクトルの振動を用いて，隠れニュー
ロンの数を動的に変更する手法が提案されている．入
力データに対して十分な隠れニューロンの数があれば，
図 3のように，学習が進むにつれて，重みベクトルの
振動の幅は小さくなり，ある一定の値に収束する傾向
があると考えれている．一方で，十分な隠れニューロ
ンの数がなければ，学習がある一定以上進んでも，重
みベクトルの振動の幅は大きく，収束しないと考えら
れている．この場合，最も振動している隠れニューロ
ンの重みを 2つに分割し，新しい隠れニューロンを追
加することで振動の幅は小さくなり，モデルが安定し
ていくと考えられている．式 (8)は，ある隠れニュー
ロン jにおいて，訓練回数 nまでの重みベクトルの振
動の和を示しており，Walking Distanceと呼ばれる．

WDj [n] =
n∑

m=1

Met( �Wj [m], �Wj [m − 1]) (8)

ここで， �Wj [m]は，隠れニューロン jにおける重み
ベクトルであり，Metはベクトル間の距離を計算する
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図 3. 重みベクトルの収束のイメージ

関数で，ここではユークリッド距離が使われる．文献
[4], [5]では，ある一定回数の訓練後，隠れニューロン
jのWalking DistanceであるWDj の変化量が予め定
められた閾値よりも大きい時，その隠れニューロンの
重みを 2分割し，新しく隠れニューロンを追加する手
法が提案されている．

Δεj =
∂ε

∂WDj
· WDj > θG (9)

ここで，εはネットワーク全体の誤差であり，θGは
閾値である．

IV. 実験結果
Androidアプリケーションひろしま観光マップ [9],

[10]により旅行者が撮影した写真のデータを用いて，
RBMにおけるWalking Distanceを測定し，エネルギー
安定性との関係について調査した．写真のデータは，図
4に示すように，宮島の「鳥居」(図 4(a))，「原爆ドー
ム」(図 4(c))，「戦艦大和」(図 4(e))の 3種類の合計 24

枚の画像から構成される．全ての画像は 48 × 48ピク
セルでグレースケースである．

RBMの実装には，Pylearn2[11]と呼ばれるライブラ
リを用い，次パラメタを用いた．

model = Gaussian Binary RBM, number of visible

units = 2304, training algorithms = Stochastic Gradient

Descent (SGD), batch size = 6．
隠れニューロンの数については，{40, 80, 160}につ

いて比較した．また，実験には次のスペックを持つ PC

を用いた．
CPU = Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz,

GPU = GeForce GTX 750 Ti, Memory = 16GB, OS =

Ubuntu 14.04.2 LTS x86 64．
図 5は学習におけるエネルギー関数 (左側の軸)と

全ての隠れニューロンの WDの平均 (右側の軸)を示
している．表 Iは 3つのクラスに対する正答率を示し

(a) 鳥居 1 (b) 鳥居 2

(c) 原爆ドーム 1 (d) 原爆ドーム 2

(e) 戦艦大和 1 (f) 戦艦大和 2

図 4. データセット

ている．図 5に示すように，学習が進むにつれて，全
体的にエネルギーおよび重みの変化量は小さくなって
いるが，隠れニューロンの数が少ないほど，学習の後
期でも大きく振動していることが分かる．また，隠れ
ニューロンが 40の時，図 5(a)に示すように，iterations

が 2,000，3,700あたりで WDが大きく振動している
が，同じ iterationsでエネルギーも振動していることが
確認できた．

V. おわりに

通常のニューラルネットワークでは，二乗和誤差や重
みベクトルの変化量であるWalking Distanceを用いて
最適な隠れニューロンの数や層の数を求める手法が提
案されている．本論文では，二乗和誤差ではなく，エネ
ルギー関数によってモデルの安定性が定義されている
RBMにおいて，学習中のWalking Distanceを測定し，
エネルギー関数との関係性について調査した．スマー
トフォンアプリケーションによって収集された観光写
真を用いて数値実験を行ったところ，隠れニューロン
の数が多くなるほど，Walking Distanceおよびエネル
ギーは安定し，これらには関係があることが分かった．
今後は，変化量に対する閾値を設定し，隠れニューロ
ンの数を動的に変更する手法を提案する．
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表 I
分類結果

隠れニューロンの数 正答率 正答率 (鳥居) 正答率 (原爆ドーム) 正答率 (戦艦大和)

40 79.1%(19/24) 37.5%(3/8) 87.5%(7/8) 100.0%(8/8)

80 100.0%(24/24) 100.0%(8/8) 100.0%(8/8) 100.0%(8/8)

160 100.0%(24/24) 100.0%(8/8) 100.0%(8/8) 100.0%(8/8)
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(a) 隠れニューロン数：40
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(b) 隠れニューロン数：80
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(c) 隠れニューロン数：160

図 5. エネルギー関数と WD
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